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パパリリかからら見見ええるるここのの世世界界  

UUnn  rreeggaarrdd  ddee  PPaarriiss  ssuurr  ccee  mmoonnddee  

 

第７回  ニールス・イェルネというヨーロッパの哲学的科学者から見えてくるもの 

 

矢倉英隆 

 

「免疫学はわたしにとってほとんど哲学的問題になっている」 

―ニールス・イェルネ 

 

 フランスで哲学的視点からこの世界を眺めることに決めた当時、多くの方から心の

籠もった言葉をいただいた。その中に、わたしの歩みがニールス・イェルネ（Niels Jerne，

1911-1994）博士と重なったという若き日の研究仲間 T 氏からの言葉を発見し、その比

較に驚いた。T 氏はヨーロッパに長く滞在していたので、その観察には何らかの真実

が隠されているのではないかという想いとともに、それまでは名前だけだったその免

疫学者が一つの意味を持ってわたしの前に現れた。しかし、伸し掛かるような新しい

領域での学業のため、そのことについて調べる余裕は全くなかった。それが可能にな

ったのは、マスター1 年目が終わる 2008年の夏の頃である。その時に最初に手にした

のは、コペンハーゲン大学の医学史家トーマス・セデルキスト（Thomas Söderqvist）博

士によるデンマーク語の著作の英訳、Science as Autobiography：The Troubled Life of Niels 

Jerne（Yale University Press，2003）であった。この本は大阪大学の宮坂昌之教授の監

修で『免疫学の巨人イェルネ』（医学書院，2008）として翻訳されている。届いた本を

見てまず驚いたのは、わたしの心と反応する章のタイトルが並んでいたことである。

例えば、第 1 章「わたしは住んだところに属していると感じたことは人生で一度もな

かった」、第 3 章「わたしは役に立たないものを研究したかった」、第 4 章「わたしの

周りのすべてが霧の中にあるように感じる」。そして、冒頭に引用した第 21 章のタイ

トルである。イェルネ博士は若かりし頃、還元主義を信奉していたと言われるが、後

に部分を解明しても免疫システム全体の理解には至らないと考えるようになる。その

人生を振り返る時に浮かび上がるのは、哲学的視点を大切にしながら免疫システムの

本質を探求し続けた姿ではないだろうか。冒頭の言葉に触れた時、わたしの中では深

い眠りについていた哲学的アプローチへの願望が蘇ってくるのを感じたことを思い出

す。 
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ヨーロッパの教会で書き物をするニールス・イェルネ博士 

ⒸMedical Museion, University of Copenhagen 

 

 本書を読んだ第一印象は、いかにもヨーロッパ的な科学者が描かれているというこ

とであった。ヨーロッパ的などという言葉を軽々しくは使えないが、フランスでの時

間が長くなる中、新大陸との違いを体で感じるようになっている身からはこの言葉が

自然に出てきた。イェルネ博士はデンマーク人の両親の下、イギリスで生まれ、オラ

ンダのライデン大学（物理学）、デンマークのコペンハーゲン大学（医学）で教育を受

けており、デンマーク語、オランダ語、ドイツ語、英語を操るこちらでは稀ではない

ポリグロットであった。その後、デンマーク（国立血清研究所）、アメリカ（ピッツバ

ーグ大学）、ドイツ（フランクフルト大学）、スイス（世界保健機関、バーゼル免疫学

研究所）、フランス（パスツール研究所）などで研究生活を送ることになる。若き日の

考え方は “art-for-art’s sake” というロマンティックなもので、機械文明を軽蔑していた。

重要なことはその文明に身を委ねることではなく、考えることであり、感情であり、

愛情であった。当然のことながら哲学にも興味を示し、母国の哲学者キェルケゴール

（SørenKierkegaard，1813-1855）をはじめ、ニーチェ（Friedrich Nietzsche，1844-1900）、

ベルクソン（Henri Bergson，1859-1941）に親しみ、文学ではジード（André Gide，

1869-1951）やプルースト（Marcel Proust，1871-1922）を愛したようだ。将来の専門を
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決める時には役に立たないことをやりたいと考えた。数学が浮かび、文学、歴史にも

惹かれたが、すべてのことに興味があるのだからと哲学に行き着く。しかし、物理学

のアドバイザーと父親の意向を受け入れ、ライデンで物理学を学ぶことにする。立身

出世を目指す同僚には軽蔑を覚え、他人と同じではいやだと考えていた。酒に溺れ、

文学や哲学に凝る生活で学業の方は思わしくなく、後年、ライデンでの成果は個人授

業で習ったラテン語とギリシャ語だけだったと語ることになる。そして、これから何

をやるべきなのかという問題に再び直面する。法律、工学、教師の道には興味はなく、

残ったのが医学であった。そこでは広い視野が要求され、科学としてだけではなく、

哲学、心理学、さらに社会的要素についても学ばなければならないところが気に入り、

コペンハーゲンに移ることにする。著者のセデルキスト博士はイェルネ博士のメモや

日記なども見ることを許されており、私生活も生々しく語っている。画家であった最

初の妻はおそらく彼の女性関係が原因で自殺している。二番目の妻はその時の女性ら

しいが、最後はその女性にも満足できなくなっている。人間イェルネは夫、あるいは

父親としての人生には耐えられず、最終的に自分が満足する人生を選び取ったとセデ

ルキスト博士は見ている。 

 

 

イェルネ博士が若き日を過ごしたライデンの町 

運河に掛かる橋にはライデン市の紋章（聖ペテロの鍵）が見える 

 

 本書には、後に名を成す科学者の接触も紹介されている。例えば、若き日のジム・

ワトソン（James Watson, 1928- ）やガンサー・ステント（Gunther Stent, 1924-2008）が
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コペンハーゲンのイェルネ博士の研究室に滞在している。その後、ワトソンはクリッ

ク（Francis Crick, 1916-2004）との運命的出会いが待っているイギリスのキャベンデッ

シュ研究所へ向かう。後年、アメリカが気に入っていたドイツ人のマックス・デルブ

リュック（Max Delbrück，1906-1981）の誘いでカリフォルニア工科大学を訪ねるが、

その時の様子はまさにヨーロッパの科学者がパサデナの砂漠で迷っているように見え

る。そこからヨーロッパに戻った彼は、掛け替えのないもの、とてつもなく重要なも

のに帰ってきたことを悟る。それは数千年に及ぶヨーロッパの歴史であり、ヨーロッ

パ精神であり、素晴らしい活力であり、想像力であった。このことに関連して浮かん

でくるのは、アメリカのオーケストラに招聘されたヨーロッパ人指揮者の反応である。

ボストン交響楽団に招聘されたフランス人のシャルル・ミュンシュ（Charles Munch, 

1891-1968）はテレビのインタビューで、アメリカで 15 年もやっていたんですよ、と

やや自虐的に語り、ハンガリー出身のゲオルク・ショルティ（George Solti, 1912-1997）

は最後までシカゴには住まいを持たず、演奏会の期間をホテル暮らしで通した。また、

イタリア人であるリッカルド・ムーティ（Riccardo Muti, 1942- ）も最初のアメリカ生

活には馴染むことなくフィラデルフィアを去っている。その感覚を昔は理解できなか

ったが、ヨーロッパでの時間が長くなるにつれて想像できるようになっている。 

 

 ここで、イェルネ博士が哲学的精神をもって考えた免疫システムの姿を簡単に振り

返ってみたい。1955 年、抗体がどのようにして作られるのかについての新しい仮説、

自然選択説を提唱した。それまで支配的であったラマルク的な鋳型説（あるいは指令

説）が、抗体は外から入ってきた抗原を鋳型として 3 次元構造を変化させて出来上が

ると唱えたのに対し、抗原には抗体を作る過程そのものには積極的役割がないと彼は

考える。自然選択説における抗原の役割は、血中にすでに存在している無数の特異性

を持った自然抗体の中から結合できるものを選択し、その抗体を貪食される細胞まで

運ぶことで、その後抗体が新たな抗体産生のシグナルを誘導するというものであった。

後半は誤っていたが、抗原が抗体を選択する部分は正鵠を射ていた。しかし、それは

20 世紀初頭に唱えられ忘れられていたパウル・エールリッヒ（Paul Ehrlich, 1854-1915）

の側鎖説の焼き直しで、その仕事を引用しないのは不当ではないのかという批判が出

される。このことについて悩んでいたメモが残されているようだが、彼は最後まで頑

なに対応した。 
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イディオタイプ・ネットワーク理論 

 

そして、1974 年にはイディオタイプ・ネットワーク理論（idiotype network theory）

を発表する。この理論の基になった事実は、抗体の可変領域には抗原（エピトープ）

と結合する部分（パラトープ）の他に、その抗体に特徴的なエピトープ構造（イディ

オトープ）が存在し、このイディオトープは抗体によって認識されることであった。

つまり、抗体は単に認識するだけではなく、認識される存在であることが明らかにさ

れたのである。彼はこの事実から、免疫システムは抗体が相互に反応し合いながらネ

ットワークを形成する自己充足的で閉鎖的な系であると想像を羽ばたかせる。そのイ

メージを簡単な図にしてみた。この図で仮に B－1 と呼ぶ B 細胞は抗体 Ab－1 を細

胞表面に発現しており、Ab－1 はパラトープを介して抗原のエピトープを認識する。

この部分は他の説と変わりはない。Ab－1 のイディオトープ（Id－1）は B－2 細胞に

発現している Ab－2 のバラトープにより認識され、Ab－1 のパラトープは Ab－3 の

イディオトープ（Id－3）をも認識する。このようなパラトープとイディオトープの反

応により、免疫システム全体の抗体が網目状に繋がっている。それだけではなく、パ

ラトープとイディオトープとの反応はシステムを単に刺激するだけではなく、抑制も

している。つまり、無数の特異性を持つ抗体が単なる予備軍として存在しているので
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はなく、システムの一員として普段から機能している点では合目的でもある。この見

方によると、外から侵入した抗原はそれに対応する細胞と局所で反応するだけではな

く、その細胞が繋がるシステム全体に揺らぎを齎すという壮大でダイナミックな像が

浮かび上がる。さらに注目されるのは、外界にある抗原に結合するパラトープは別の

抗体のイディオトープ（図では Id－3）も認識することから、外界の抗原のイメージが

予め内部に備わっていると想定されることで、彼は内部イメージと名付けた。これは

ライプニッツ（Gottfried Leibniz, 1646-1716）が唱えたモナド論（自然界に存在するも

のは部分を持たない基本原素「モナド」から構成され，モナドは世界の鏡にもなって

いるのでその内部には外の世界が反映されている）の世界観を想起させると同時に、

イェルネ博士自身の「自然を自分の魂の奥深くにまで反映させる」という言葉とも重

なる興味深い理論であった。発表当初から免疫学の最前線を行く科学者の注目を浴び、

一流雑誌に発表が相次いだ。しかし、20 年ほどの研究の結果、イェルネ理論を実験的

に裏付けることは難しいことが明らかになり、今では免疫学の中心から姿を消してい

る。それ以後、免疫システムを統合的に説明する理論は出されていないように見える。 

 

 なぜこのように基盤の怪しい学説に多くの優秀礀な研究者が惹き付けられ、最終的

には誤った結果を出し続けることになったのか。この領域で多くの時間を費やしたド

イツの免疫学者クラウス・アイヒマン（Klaus Eichmann）博士は、その著作 The Network 

Collective: Rise and Fall of a Scientific Paradigm（Birkhauser, 2008）の中でこの疑問に挑

んでいる。自らの研究人生の意味を問う試みとしても捉えることができる労作である。

研究の誤りには、完全な捏造から実験結果の解釈の間違い、実験に用いた材料の不備

に至るまで様々な原因が予想される。仮説に合わない結果が出た時には、当然のこと

ながら仮説を修正しなければならない。しかし、「こと」が進行している熱狂の中にあ

っては仮説が恰も真理であるかのように扱われ、仮説に合わない解釈や実験結果を捨

象することも起こり得る。ネットワーク理論の世界でもこれらの現象が見られたが、

その背景には人を虜にするイェルネという人間のカリスマ性も深く関わっていたと自

らの経験から分析している。博士は 40年に亘る研究生活を終えた後、科学哲学を勉強

する中で同様のことが過去に指摘されていたことに気付く。それは、梅毒研究史を解

析していたポーランドの哲学的医学者ルドヴィク・フレック（Ludwik Fleck, 1896-1961）

の結論、科学的真理はある枠の中にいる集団によって作られるものである、であった。

フレックはその説明のため、後にトーマス・クーン（Thomas Kuhn, 1922-1996）が「パ

ラダイム」の着想を得ることになる先駆的概念、„Denkstil”（ある集団で共有される考

え方）と„Denkkollektiv”（同じ考え方を共有する個人の集団で，しばしばヒエラルキー
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があり閉じている）を編み出した。アイヒマン博士は自著のタイトルに“collective”

の言葉を用い、フレックの業績に対する賛辞の気持ちを表している。研究者は気付か

ないうちにある考え方、枠組みの中にいることをしばしば忘れる。さらに言えば、枠

組みの存在自体を意識することなく日常に埋没している可能性さえある。この状態か

ら抜け出すためには、科学について思索された歴史や哲学の蓄積に目をやり、自らに

引きつけて考えることが求められるだろう。わたしが現役の研究者に哲学を語ること

を厭わない一つの理由がここにある。このテーマについては、別に綴っているので参

照いただければ幸いである（Yakura, H.：A“thought collective”around the idiotype network 

theory. BioEssays 33: 552-554, 2011）． 

 

 

イェルネ博士のパリ時代のアパルトマン 

（25 rue Galande, 75005 Paris） 

 

 イェルネ博士はバーゼル免疫学研究所の所長を辞した後、パスツール研究所で必ず

しも幸福ではなかった 1 年を過ごすことになる。先日、カルチエ・ラタンにある今は

1 階が l’Incontro（イタリア語で「出会い」の意）というレストランになっているパリ

時代のアパルトマンの前を通った。博士はここを出た後、現世から身を引くようにア
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ヴィニョン近郊のカスティヨン・デュ・ガール（Castillon-du-Gard）に移り住み、そこ

で 82 年の生涯を閉じている。今回、思いもかけない言葉からイェルネという科学者を

眺める中で現代科学を取り巻く問題だけではなく、今では絶滅危惧種と言ってもよい

研究者の姿が浮かび上がってきた。その中にはわたしの世界観と共通する要素も見え

てきた。ただ、便りの主がわたしの中にどのイェルネ博士を見ていたのか、それは今

もってわからない。 

 

（2012 年 7月 3日） 

 

 

 

 


